
   1位 1位 2位 2位 3位 3位 4位 4位 5位 5位 6位 6位 7位 7位 8位 8位
自由形 本田　海雅 中2 田中　隼斗 中3 高野　竜也 中2 三澤　宏介 中2 野藤　恭平 中3 瀨田　純平 中3 原　　佑弥 中3 吉田　太一 中3
50m 箕蚊屋中 湖東中 青谷中 鳥取西中 青谷中 加茂中 後藤ヶ丘中 湊山中
決勝 25.77 26.1 26.23 26.68 27.82 27.85 28.13 28.29

自由形 中務　竣護 中2 吹野　颯音 中3 新川　雄大 中3 小栁　颯士 中1 沖田　稜芽 中1 中島　　航 中1 山本　雄大 中3 水田　陸斗 中1
200m 福生中 福生中 湖東中 境二中 鳥大附属中 鳥大附属中 加茂中 弓ヶ浜中
決勝 02:12.3 02:15.5 02:16.8 02:19.4 02:22.7 02:23.9 02:30.9 02:32.8

自由形 小原　健吾 中3 山本　　真 中2 岡田　一輝 中3 竹本　大雅 中2 清水　颯八 中2 矢野　流星 中3 水村　岳伸 中1
1500m 倉吉西中 桜ヶ丘中 加茂中 法勝寺中 境二中 河北中 後藤ヶ丘中
タイム決勝 17:32.9 Fin. 18:18.5 Fin. 18:41.6 Fin. 19:53.8 Fin. 21:04.5 Fin. 21:46.0 Fin. 26:54.4 Fin.

(県中新)
 9:17.55 800  9:39.58 800  9:55.58 800 10:24.6 800 11:08.3 800 11:19.4 800 14:24.1 800
(県中新) 800

背泳ぎ 柴田　康弘 中3 日笠　鉄平 中3 桂　　基稀 中2 黄金　匡弥 中2 小川　真弘 中3 鹿田　涼斗 中1 山﨑　亮輔 中2 矢吹　勇人 中1
200m 鳥大附属中 鳥取西中 鳥大附属中 箕蚊屋中 鳥大附属中 後藤ヶ丘中 福米中 倉吉東中
決勝 02:19.9 02:30.2 02:33.4 02:34.5 02:37.3 02:38.4 02:46.2 02:47.3

平泳ぎ 稲垣　大智 中3 柳　　知希 中3 丸山　明洋 中2 本田　航平 中1 山内　優生 中3 小谷　　誓 中2 柳澤　隼也 中3 西川　佳希 中3
200m 岸本中 岸本中 福生中 鳥大附属中 大山中 鳥大附属中 鳥取西中 河原中
決勝 02:17.2 02:33.0 02:39.5 02:39.7 02:41.9 02:43.9 02:46.0 02:52.2

(全中標準突破)

バタフライ 一橋　大介 中3 高野　隼也 中2 西本　怜祐 中2 石河諒太郎 中2 大崎　海翔 中1 山口　大輝 中2 進木　正仁 中2 森脇　　悠 中3
200m 溝口中 青谷中 岩美中 鳥大附属中 桜ヶ丘中 美保中 倉吉西中 加茂中
決勝 02:15.1 02:15.6 02:24.0 02:25.3 02:34.9 02:39.1 03:04.1 03:21.5

個人メドレー 矢倉　涼介 中3 猪山　裕之 中2 若山　佳克 中1 岩谷　知洋 中2 宮﨑　優大 中2 細谷　優真 中3 三石　泰裕 中2 福浦　太智 中2
400m 美保中 倉吉東中 青翔開智中 加茂中 東山中 後藤ヶ丘中 後藤ヶ丘中 加茂中
決勝 05:07.4 05:38.7 05:47.7 05:52.7 06:15.0 06:16.9 06:30.7 06:48.5

リレー 青谷中 中 福生中 中 加茂中 中 箕蚊屋中 中 境二中 中 湖東中 中 桜ヶ丘中 中 倉吉西中 中
400m 高野　竜也 中2 中務　竣護 中2 岡田　一輝 中3 黄金　匡弥 中2 川辺　瑞記 中3 大野　唯人 中1 山本　　真 中2 進木　正仁 中2
決勝 房安　　蓮 中3 大口　智也 中1 岩谷　知洋 中2 本田　海雅 中2 東　　歩希 中1 安藤　弘樹 中2 大崎　海翔 中1 相見　　樹 中3

野藤　恭平 中3 丸山　明洋 中2 山本　雄大 中3 渡邉　和樹 中3 小栁　颯士 中1 新川　雄大 中3 澤　　光樹 中1 伊藤　　茜 中3
高野　隼也 中2 吹野　颯音 中3 瀨田　純平 中3 奥田　浩人 中3 鐘築　知也 中2 田中　隼斗 中3 山本　明大 中3 小原　健吾 中3

03:59.2 Fin. 04:10.0 Fin. 04:12.0 Fin. 04:13.5 Fin. 04:14.9 Fin. 04:16.8 Fin. 04:25.0 Fin. 04:28.6 Fin.
(大会新)

57.16 1st.  1:01.76 1st. 58.94 1st.  1:04.78 1st.  1:05.53 1st.  1:07.85 1st.  1:03.66 1st.  1:07.33 1st.


